募集・その他

戦没者などの遺族に対する
特別弔慰金の請求はお済みですか

5 / 11〜9 / 14の（火） 9：30〜11：00（全8回）

15人

3400円

共長公民館
☎（46）4931

編物・かぎ針で
基礎編みをしよう

5 / 12〜6 / 16の（水） 13：00〜15：00（全6回）

10人

1900円

東山公民館
☎（47）1498

900円

共長公民館
☎（46）4931

理想を叶える時間と
お金の使い方

5 / 12（水）・6 / 9（水）・7 / 14（水） 10：00〜11：30（全3回）

バランスボール

5 / 14〜7 / 30の（金） 13：45〜14：45（全6回）

10人

3900円

吉田公民館
☎（46）2123

ベーシックヨガ

5 / 14〜9 / 17の（金） 13：30〜15：00（全10回）

16人

3000円

大府公民館
☎（48）1007

7人

大府公民館
3600円
☎（48）1007

10人

北山公民館
1500円
☎（48）6015

タイ式ヨガ講座
はじめましょうフラダンス

5 / 17〜9 / 20の（月） 13：00〜14：30（全10回）
5 / 18〜7 / 13の（火） 10：00〜11：00（全5回）

10人

初めてのオカリナ

5 / 19〜9 / 29の（水） 10：30〜12：00（全10回）

10人

長草公民館
3200円
☎（48）5444

リラックスヨガ

5 / 19〜9 / 29の（水） 10：00〜11：15（全10回）

10人

3000円

長草公民館
☎（48）5444

太極拳で健康を目指そう

5 / 20〜9 / 2の（木） 13：30〜15：00（全8回）

20人

2500円

森岡公民館
☎（46）0435

▲ ▲ ▲

対象 市内在住・在勤・在学の方
料金 表の通り（初回集金）
申込 4 / 2（金）〜16（金）に直接各申込先へ。
※詳細は、市ウェブサイトをご覧ください。受講者が少ないときは開講しない場合があります。

広告

問 /アローブ ☎（48）5155

屋上緑化

問・申込先 /地域福祉課 ☎（45）6228

壁面緑化

人生の節目に記念樹を
2本プレゼント

生垣緑化

対象となる記念 住宅の新築・購入、
子・孫の誕生・入園・入学・卒業・成人、
結婚、賀寿、金婚・銀婚
樹種
毅高木 クロガネモチ・イロハモミジ・
カリン・キンモクセイ・コブシ・ナツ
ツバキ・ハナミズキ・ハナモモ・モク
レン・ヤマモモ
毅低木 クチナシ・キリシマツツジ・キ
ンカン・コムラサキシキブ・ドウダン
ツツジ・トサミズキ・ハナズオウ・ヒ
ラドツツジ・ブルーベリー・マユミ
申請条件 1世帯につき年度内に1回
の申請とし、申請者が市民であり市内
に植栽する場合に限ります。
申込 記念日を迎える年度に申込書に
必要事項を記入の上、FAX・メールま
たは直接申込先へ。
配布時期 3〜9月の申込は11月
10〜2月の申込は3月
※申込書は、申込先または市ウェブサイ
トに用意しています。

空地緑化
駐車場緑化

ありがとうございました
毅ひとまちおうえん基金へ
協和工業㈱から 2万円、
スギホールディングス㈱から 10万円
毅子どもステーションへ
国際ソロプチミスト愛知ガーデニアから
大型絵本・絵本35冊、パペット1体
毅奨学基金へ
市佛教会から 30万円
毅市内全小中学校へ
㈱オネストから 手指消毒用アルコー
ル65個（8万5千円相当）
毅木の山第1ポケットパークへ
㈲興和建築設計事務所から 桜（ベニ
シダレ）1本、㈱共和モータースから
桜（ソメイヨシノ）1本、平下塗装㈱か
ら 桜（陽光）1本、㈱近藤建鉄工務店
から 桜（関山）1本
毅川池公園へ
大府さくらを愛でる会から
桜（舞姫）1本・桜（紅華）20本
毅市へ
㈱豊田自動織機から
RAV4 PHV 1台
毅保健センターへ
㈱テイシンから
防護服（アイソレーションガウン） １万着

▼

歌って 笑って 脳トレ

民有地の敷地または建築物において、
まとまった規模の緑化を行う経費の一部
を補助します。植栽のみでなく、植栽基
盤・灌水施設・園路などを整備する経費
の一部も対象となります。

補助金額 補助対象経費の2分の1
※上限500万円。交付金額が10万円以
下の場合は交付不可。

まちかど緑化推進事業補助
民有地の敷地でまちかど緑化（道路に
面した緑化）を行う経費の一部を補助し
ます。地震などによる災害防止のため、
緑化する場所の既存ブロック塀などを取
り壊す経費の一部も対象となります。
生垣緑化

問・申込先 /水緑公園課 ☎（45）6236
℻
（47）
3347 死mizumidori@city.obu.lg.jp

マイナンバーカード交付・
電子証明書更新の臨時開庁
日時 4/11（日）
・25（日） 9：00〜12：00
場所 市民課
※詳細は、市ウェブサイトをご覧ください。
問 /市民課 ☎（45）6218

沿道緑化

毅沿道緑化
補助金額 補助対象経費の2分の1
※上限額10万円（生垣緑化との合計額）
毅生垣緑化
補助金額 補助対象経費の2分の1
※上限額10万円（沿道緑化との合計額）
毅ブロック塀の取り壊し
補助金額 補助対象経費の2分の1
※上限額6万円
▼

20人

緑の街並み推進事業補助

▼

5〜9月の第1・3（金） 9：30〜11：00（全10回）

神田公民館
3100円
☎（46）2620

▼

空港・ホテル・病院などの
旅先で使える英語

▼ ▼

東山公民館
☎（47）1498

▼

3000円

市民の皆さんが行う民有地の緑化の経
費の一部に対し、次の補助金を交付して
います。補助を受けるには事前相談の上、
着工前に申請してください。

▼

10人

▼

5 / 6〜7 / 15の（木） 10：00〜12：00（全10回）

アローブ学習室の利用方法が図書館
利用カードを利用した事前予約方式に変
わります。
運用開始日 4 /1（木）利用分から
利用区分 ①9：00〜13：00 ②13：30
〜17：30 ③18：00〜21：50
席数 30席
申込 利用日前日の7：00からアロー
ブウェブサイトで事前予約。
※同日1人1区分のみ予約可。詳細は、ア
ローブウェブサイトをご覧ください。

▼

前結び着付（基礎編）

場所・申込先

▼

日時

令和2年4月から受け付けている特別弔慰
金の申請期限は、令和5年3月31日までで
す。未請求の方は地域福祉課にご連絡くださ
い。前回（5年前）の特別弔慰金を請求した方
が亡くなっている場合でも対象に該当する別
の遺族の方が請求できる場合があります。
対象 次の要件を満たす方で先順位の
遺族1人
毅戦没者などの死亡当時の遺族（死亡当
時の胎児も含む）の方
毅令和2年4月1日現在、公務扶助料や遺
族年金などを受ける遺族がいない方
支給内容 額面25万円、5年償還の記
名国債
※受給順位は、戦没者などとの続柄や当
時の生計関係などの要件で入れ替わり
ます。

民有地緑化支援制度

▼

講座名

定員
料金
（先着順）

アローブ学習室の利用方法が
変わります

▼ ▼

市民講師企画講座

▼

講座・講習

▼ ▼

大会・催し

問 /水緑公園課 ☎（45）6236

財源確保などのため、有料広告を掲載しています。広告内容は、市が推奨するものではありませんので、広告主へ直接お問い合わせください。
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